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人材バンクへの登録者募集
東部公民館の学社融合委員会では、地域の住民の方の経験や知識を学校教育をはじめ様々な機会に活か
し、地域の住民の方の自己実現や生きがい作りにつなげるため、平成26年度から「人材バンク」制度を設
け、学校の教育活動や環境整備、地域の教育活動等を支援するボランティアの方を募集しています。
【ボランティア活動の具体例】
・学校の授業のサポート
・子どもたちへの読み聞かせ
・家庭科での調理実習の補助
・体験談等のお話
・学校行事での写真撮影
・学校図書の整理・貸出
等々
※昨年度は、写真教室での写真の撮影方法を御指導いただいたり、東陽中学校中庭のバラ園の整備作
業、郷土料理教室、図書室の本の整理等で多くの皆様方に御協力いただきました。
【注意事項】
・人材バンクに登録をした場合でも、必ずボランティアができるわけではありません。
・学校や公民館では、必要に応じてボランティア活動を紹介します。
・申込には、特定の資格等の条件はありません。
・御協力をお願いする場合には、事務担当から御連絡いたします。
・登録の有効期間は年度末（３月31日）までとし、更新に制限はありません。
・登録いただいた場合の内容については、人材バンク以外では使用いたしません。
【お問合せ・申込先】
東部公民館（〒646-0025 田辺市神子浜一丁目４番66号 ℡ 0739-25-0360）

東部公民館利用者の皆様へ！
避難訓練のお知らせ
東部公民館と東陽中学校では、突発的な地震や津
波の発生を想定し、高台の一時避難場所に避難する
訓練を毎年実施しています。
つきましては、東部公民館を定期的に御利用され
ている皆様方の御参加をお待ちしています。
◆日時
５月31日（火）午前８時35分から
◆集合場所
東部公民館
◆一時避難場所 オーシティ田辺店前駐車場
※訓練終了後、現地解散とします。

※雤天の場合は、延期としますが、日時は未定です。
東陽中学校と協議の上、改めてお知らせ致します。

明るい笑顔街いっぱい運動
◆実施日 ５月２日（月）・６月１日（水）
◆時間
午前７時30分～午前８時まで
◆場所
東陽中学校、田辺第二小学校周辺及び自
宅前付近、交差点等

公民館主事 離任・着任の挨拶
この度、４月１日付け人事異動で公民館主事が交代
いたしました。
【離任の挨拶
大倉 聖秀】
この度の課内異動において、東部公民館から中央公民館へ
異動となりました。平成25年の着任以降の３年間につきまし
ては、地域の皆様に支えていただきながら様々な公民館事業
を開催できたことを大変感謝しております。東部公民館で
は、公民館業務を通じて、地域の皆様の輪の中に入り、地域
づくりに携われたことは、本当に楽しく充実しておりまし
た。これも地域の皆様の公民館への御理解と御協力のおかげ
だと思っております。次の職場でも、この経験を生かし精進
してまいりたいと思います。
今後とも、東部公民館のますますの発展を祈念いたしまし
て、離任の御挨拶とさせていただきます。ありがとうござい
ました。
【着任の挨拶 津田 祐司】
４月１日付けで東部公民館主事に着任しました津田祐司と
申します。前任の自治振興課では、町内会等の地縁組織やＮ
ＰＯ等の市民活動団体、これらの団体が取組む地域の活性化
に関する事業を担当していました。このような面において
は、公民館の活動も共通する部分が多くあるように思ってお
ります。
私は、高校卒業まで文里で育ち、田辺第二小学校、東陽中
学校の卒業生でもあります。今回、自分が育ったこの地で仕
事が出来ることを大変嬉しく思っております。
公民館の仕事は初めてであり、何かと至らない点もあろう
かと存じますが、一生懸命頑張りますので、御指導御鞭撻の
程よろしくお願い申し上げます。

<１>

民生委員・児童委員から地域の皆様へ！
平成28年度「民生委員・児童委員の活動週間」
と 併せ て厚生 労働 省・全 国福 祉協議 会他 主唱の
「児童福祉週間」として、全国的に理念の普及や
啓発のための様々なＰＲ活動や行事等の推進活動
が展開されます。
民生委員・児童委員は全国展開として、「広げ
よう 地域に根ざした 思いやり」行動宣言に掲
げた「安心して住み続けることのできる地域社会
づくり」のために、地域において関係機関・団体
等と連携しながら相談支援活動を行っています。
こうした活動を進めるためにも、民生委員・児
童委員の存在や活動について、地域の皆様方の御
理解が必要不可欠であり、信頼関係を築いて行き
たいと願っています。
【実施期間】
☆民生委員・児童委員活動強化週間
平成28年５月12日（木）～５月18日（水）
☆児童福祉週間
平成28年５月５日（木）～５月11日（水）
【民生委員・児童委員の日頃の活動】
Ｑ１ 民生委員・児童委員さんて本当に信頼できるの？
Ａ１ 民生委員・児童委員（児童委員のうち、主任児童委
員があり中心的役職）は、厚生労働大臣から委嘱され
て、重い守秘義務が課せられています。
Ｑ２ 民生委員・児童委員さんは、日頃どんな活動をして
いるの？
Ａ２ 民生委員は、東部公民館区域の皆様を対象に、生活
に困っている方や一人暮らしの高齢者宅を訪問し、相
談ごとや健康面での安否の確認等を行っています。主
任児童委員は、館区内の小中学校と常に連携し、子ど
も達の健全な育成に取組むとともに、赤ちゃん訪問を
定期的に行い養育相談にも取組んでいます。

紀州備長炭記念公園オープン記念
第20回 山の唄 炭やきむら 俳句大会
◆主催 秋津川振興会 秋津川公民館
◆出句期間【必着】
５月２日（月）～５月31日（火）
※小・中学生の部は５月２日（月）～５月27日（金）まで

◆大会日
◆会場
◆出句先

７月18日（月・祝）午後１時から
田辺市紀州備長炭記念公園
〒646-0028 田辺市高雄一丁目23番1号
秋津川公民館 俳句大会係

◆お知らせ
これまで文芸愛好の多くの皆様から、たくさん
の御投句をいただきましたが、今回を持ちまして
終了させていただくことになりました。多くの
方々に御投句いただきありがとうございました。
◆問合せ
秋津川公民館（担当 平山）
※田辺市市民総合センター内（生涯学習課）
TEL 0739-26-4925 FAX 0739-25-6029
<２>

吉野熊野国立公園指定80周年＆拡張記念
田辺湾クリーン作戦のお知らせ
田辺湾クリーン作戦は、田辺湾沿岸に流れ着いた
ごみ等を市民の皆様及び各種団体の皆様の協力のも
と、清掃活動を行う中で、自然環境の保全や環境美
化に関する意識を醸成することを目的に毎年実施さ
れています。
それに加え今回は、対象となる海岸区域には、昨
年９月24日に「吉野熊野国立公園」に指定された天
神崎や鳥ノ巣等が含まれており、その吉野熊野国立
公園が指定80周年を迎えた記念すべき年でもありま
す。
こうした日本が誇る自然の景勝地である国立公園
を有する田辺市の皆様の手で清掃していただき、き
れいで住みよいまちづくりの推進のため、多くの皆
様の御参加と御協力をお願いいたします。
◆日時
６月４日（土）午後１時30分から
（１時間程度）
※小雤決行。荒天の場合は、翌日５日（日）に延期

◆清掃場所

元島・天神崎地区、跡の浦地区、鳥ノ
巣地区、会津川河口付近、扇ヶ浜地区

◆注意事項
・自動車での参加は控えてください。
・ごみ袋、軍手は当日お配りします。
・ごみは４種類に分別して回収をお願いします。
（燃えるごみ、資源ごみ、プラスチックごみ、埋立ごみ）

・ごみは燃やさないでください。
・暑い中での清掃活動となりますので、健康管理
には十分御注意願います。（特に熱中症）
◆お問合せ
環境課 環境対策係（℡ 0739-26-9927）

ふるさと自然公園センター自然観察教室について
◆タイトル
「春のひき岩を歩こう」
◆日時
５月15日（日）9：30～12：00
◆場所
ひき岩群周辺
◆集合場所 ９時30分 ふるさと自然公園センター
◆定員なし・参加費無料
◆講師
ふるさと自然公園センター専門員ほか
◆対象
小・中・高校生・一般
（小学生は保護者同伴）
◆持ち物 筆記用具、採集用具、ビニール袋等
◆服装
帽子、手袋
◆申込
前日までにハガキ又は電話・FAX・電子
メールで住所・氏名・年齢・電話番号を
下記に御連絡ください。
◆連絡先 〒646-0051 田辺市稲成町1629番地
ふるさと自然公園センター
℡･FAX
0739-25-7252
E-mail
hikiiwa@mb.aikis.or.jp
休館日
毎週月曜日
（休館日が祝日の場合はその翌日）
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平成２８年４月２８日

田辺第二小学校

風薫る５月
早いもので、新学期が始まってから、１ヶ月が経過しました。町中で
は、春風に颯爽と泳ぐ鯉のぼりが目につきます。児童は、新入児を含めて新
たな学年での活動に積極的に取り組んでいます。
５月は、６年生の修学旅行をはじめ、各種検診、子どもクラブの活動等
多くの行事が目白押しです。新学年の疲れの出る時期でもありますので、健
康に十分留意して頑張って欲しいと願っています。

５月の行事予定

（変更や追加がある場合は，各学級からお知らせします。）

２日（月）

明るい笑顔街いっぱい運動
＊お弁当持参日
３日（火）憲法記念日

春の遠足（全学年）

４日（水）みどりの日
＊お弁当持参日

７日（土）子どもクラブソフト、キック練習開始
９日（月）学びタイム【読書】

心臓検診（１･2年）

聴力検査(3年)
「剛健タイム」開始
１０日（火）学校長訓話

検尿１次提出日

聴力検査(5年、なかよし)

委員会・代表委員会
１１日（水）学びタイム【国語】
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１５日（日）田辺市連合ＰＴＡ研修会・総会（田辺スポーツパーク）
１６日（月）学びタイム【読書】
１７日（火）全校体育集会

１８日（水）学びタイム【国語】
１９日（木）フッ化物洗口

聴力検査(2年)

聴力検査(1年)

ＡＬＴ来校日

修学旅行結団式

修学旅行（第１日）

２０日（金）学びタイム【算数】

知能テスト(2,4年)

修学旅行（第２日）

学力テスト(2～5年）
２３日（月）学びタイム【読書】
２４日（火）全校音楽集会

クラブ活動（初回）

２５日（水）学びタイム【国語】

詳しくは，育友会総会で学校長がお話しいたしました
が，以下のような本年度取り組み目標と，目標に向けての
努力点や具体策を設定しています。本年度は、「特別支援
教育の充実を」を加えた５つの観点からより一層の教育活
動の充実に向けて全職員が一丸となって取り組んでいきま
すのでご支援とご協力をお願いいたします。

子どもクラブ校内大会抽選

（３）たくましく鍛える

２６日（木）テレビ放送・フッ化物洗口

耳鼻科検診(1,2年,なかよし)

内科検診(1,2年)

２８日（土）ソフト・キック校内大会
２９日（日）ソフト・キック校内大会
３０日（月）学びタイム【読書】
３１日（火）［低］音楽集会

・「人を大切にする教育」を全ての教育活動の根幹とし，徹底を図る。
・命を大切にする教育を発達段階に応じて継続的に実施する。
・いじめ防止基本方針に基づき，関係機関とも連携し，組織的，計画的にい
じめの早期発見と適切な対応を行う。
・道徳の時間の授業改善を図り，よりよい生き方の指導を充実させる。
・清掃等，全体に貢献する活動の中で，ボランティア精神の高揚と自己肯定
感の育成を図る。
・相手や場に即した言葉遣いや立ち居振る舞いができるよう指導する。
・季節感や美的感性を育むような環境づくりをする。
・読書や暗唱，百人一首の指導に取り組む。

検尿２次提出日

育友会広報部会

２７日（金）学びタイム【算数】

・目標を明確にし，基礎基本の確実な定着と主体的に学習に取り組む態度を
育む授業を展開する。
・相互に啓発し合い学び合いのある授業を展開する。
・各児童の到達度の状況を明らかにし，個々に対応する。
・漢字･計算タイムを充実し，個に対応した指導を展開する
・自己評価，相互評価，教師からの指導がある授業を展開する。
・育友会等と連携し，学習習慣の確立，家庭学習の充実を図る。
・学習規律を徹底する。

市教育委員会定例学校訪問

スクールカウンセラー来校日

［高］体育集会

＊スクールカウンセラーとの相談をご希望される部場合は、担任までお申
し出ください。時間調整をさせていただきます。

【あいさつ啓発の看板を設置しました】
あいさつ啓発をさらに推進するために、本校の校区協議会が「啓発看板」を設置
しました。場所は、本校正門前の道路と東陽中学校方面に向かう道路が交差した
三叉路のところです。掲載している「標語」は、昨年度の４年生から６年生児童から
募集した作品の中から校区協議会の総会で選出いただいたもので、現６年生の村
上智美さんの作品です。
学校の方でも、あいさつの励行について、なお一層指導を徹底していきたいと
考えておりますので、ご家庭の方でもご協力をよろしくお願いします。

【教育目標】
①心身ともに逞しい生徒の育成
②自主的に行動できる生徒の育成
③賢さと品位のある生徒の育成

平成28年度入学式

（２）豊かな心を育てる

１４日（土）田辺市連合ＰＴＡ母親委員会総会（大塔総合文化会館）

106名の新入生と４名の教職員を迎え、平成28年度が始まり
ました。今年の東陽中学校は341名の生徒と教職員が28名が保
護者、地域の皆様とともに教育活動に取組んでまいります。
本年度もご支援ご協力をよろしくお願いします。

『本年度取り組みの目標と
実践に向けての努力点と具体策』

耳鼻科検診(3,5年)

１３日（金）学びタイム【算数】

東陽中学校・学校だより
５月号 平成28年４月22日

学校だより

スクールカウンセラー来校日

１２日（木）テレビ放送・フッ化物洗口

日
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（１）学力の向上を図る

５日（木）子どもの日
６日（金）遠足予備日
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・運動量，質ともに豊かな体育授業を工夫する。
・剛健タイムでは，個人目標を設定することなどから心身ともにたくましい
体を鍛える。
・外部講師を活用し，食育や薬物乱用・喫煙防止教育を充実させる。
・対外的競技会に積極的に参加し，自己実現を図る。

（４）開かれた学校づくりを進める
・校外体験学習や地域の教育力を活用した授業の機会を増やす。
・育友会や地域の各種団体の皆様との連携を密にし，児童の健全育成と安
心・安全な学校づくりを進める。
・近隣諸機関や地域と連携した防災訓練等の活動を積極的に展開する。
・地区子ども会活動や地域行事に積極的に協力し，ふるさとを愛する心を
育てる。
・地域の皆様に学校の状況を理解していただけるよう，児童の様子等を
積極的に発信し，協力を得るともに説明責任を果たす。

（５）特別支援教育の充実を図る
･ 特別支援教育の視点を大切にした学級運営を行う。
･児童の状況を把握して、積極的な支援を充実させる。
（個々の児童のつまずきを見逃さない。）
･個々の児童のニーズにあった教育課程を編成して、授業にあたる。

<３>

４月８日（金）桜の花が満開の中、入学式が盛大に挙行されました。
新入生は、大きな拍手の中、それぞれの学級の担任に先導され入場しまし
た。新入生呼名での力強い返事は、緊張と学校生活への強い意欲を表して
いるように感じられました。
学校長式辞、来賓祝辞に続き、生徒会長の新谷 翼君（３年）から温か
い歓迎の挨拶がありました。その後、新入生を代表して福本華恵さんが、
中学生として学校生活を精一杯頑張りたいと決意の程を述べてくれまし
た。１年生がこれからの３年間、充実した学校生活を送ってくれることを
期待します。

始業式

学校長式辞

今日から、新しい年度が始まります。
本校の校訓は、『品位と賢さ』です。３年間で最も
大切にしたい目標です。
この校訓は、日々当たり前に行われることが、きち
んとなされ、それが積み上がっていかなければ実現し
ません。
当たり前のことをきちんと行うことを『凡事徹底』
（ぼんじてってい）と言いました。
この『凡事徹底」は、君たちの努力や成長と共に、
毎年内容が向上していきます。（中略）
昨年の成果と課題を踏まえ、みなさんに取組んでも
らいたい本年度の『凡事徹底』をお話しします。
１つ目は「心のこもった挨拶と応対をしよう」
２つ目は「学ぶことを好きになり、力をつけよう」
３つ目は「゛和合の心゛－相手も自分も大切にする
気持ち－を育てよう」です。
「心のこもった挨拶と応対をしよう」については、
東陽生の多くはいつも大きな声で気持ちの良い挨拶が
できるようになってきていると思います。しかし、そ
の挨拶が校内や校外で、登下校時や休日の時も、ま
た、先生方だけでなく後輩や先輩、近所や地域の方々
と出会った時にも自らできていますか。
また、挨拶だけでなくその場に応じた応対はできて
いるでしょうか。こういう挨拶や応対が普通にできる
ことは、校訓の『賢さ』につながります。特に、君た
ちには中学校時代に誰に対しても正しい応対ができる
基本的な力を身につけ、温かい心で接する人になって
もらいたいと思います。
２つ目の「学ぶことを好きになり、力をつけよう」
は、何事も嫌々するのではなく、まず好きになること
から始め、自らやる気を出して取組むと大きな力を発
揮することにつながります。

<４>

昨年度、一年生が取組んだ「ドリルコンテスト」
で、「僕も私もやればできる」と自信をつけた生徒が
何人も増えました。これは、勉強の教科や部活でも、
何か一つのことから好きになり、自分なりの目標を持
ち、集中して取組むことで尐しずつ実力がつき、他の
ことにも良い影響を与えるようになります。このこと
は、何も勉強だけでなく、家の手伝いやボランティ
ア、目の前にある好きなことを積み上げることでも自
信がつき、自分の可能性を引き出す力になります。君
たちが何かに興味を持ち、一生懸命取組めば先生方も
その良さを引き出し伸ばすために全力で応援します。
東陽生には、まず「学ぶことを好きになり、そこから
力をつける中学生」になってもらいたいです。
３つ目の「゛和合の心゛－相手も自分も大切にする
気持ち－を育てよう」についてですが、我々は東陽中
という集団で学校生活をしています。
大切にしてほしいことは、自分自身のことも大切に
して欲しいのですが、クラスや学年、部活動の仲間一
人ひとりを大切にする気持ちを持って欲しいと思いま
す。今年度から、秋の体育の武道の時間に合気道を学
びます。田辺生まれの合気道の創始者である植芝盛平
翁は、「相手を尊重し、お互いに切磋琢磨し、共に助
け合い、協力していくことを゛和合の心゛」と伝えて
います。
この素晴らしい教えが東陽中全体に広がっていくこ
とを願っています。学校の仲間、先生方、君たちに関
わってくれている地域の多くの方々との出会いを生か
し、意欲あるスタートを切ってください。
東陽中学校

校長

佐武

正章

